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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 4,446 ― 48 ― 82 ― 29 ―

20年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 8.38 ―

20年3月期第2四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 9,004 7,366 81.3 2,092.13
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,322百万円 20年3月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 10,000 ― 150 ― 200 ― 104 ― 29.70

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づい
ており、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の利用にあたっての注意事項等について
は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
・当連結会計年度より連結財務諸表を作成しており、前年第２四半期及び前期末の連結業績については記載しておりません。 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  3,510,000株 20年3月期  3,510,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  10,060株 20年3月期  8,860株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  3,500,727株 20年3月期第2四半期  3,502,059株
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(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無： 無 

  

（参考）

平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 9,600 △0.1 135 △56.7 188 △52.6 102 △53.6 29 13
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当連結会計年度より子会社１社を連結会社とする連結財務諸表を作成しております。従いまして、前年同期と

の比較に関する記述については記載せず、当連結会計年度内の情報のみ記載しております。 

当第２四半期累計期間の連結売上高は44億46百万円、連結営業利益48百万円、連結経常利益82百万円、連結四

半期純利益29百万円となりました。 

商品別の第１四半期、第２四半期及び第２四半期累計の販売実績は以下のとおりです。 

（単位：百万円）
 

  
ソフトウェア開発・システム販売では、後期高齢者医療制度対応のソフトウェア開発、水道事業者向けパッケ

ージ製品販売が堅調に推移し、ガス事業者向けパッケージ製品販売におきましては既存顧客リプレースに加え、

新規顧客への拡販ができました。 

情報処理サービスにおきましては、地方自治体向けの受託処理サービス、及び水道事業者向け料金徴収アウト

ソーシングサービスの販売が中心となっております。 

システム機器・プロダクト販売では、製造業向けのＣＡＤ販売、サーバー、パソコン、ネットワーク機器販売

のほか、学校及び図書館向けのシステム機器及びプロダクトの販売を中心としており、そのほか、ＣＡＤ教育サ

ービス、校務（学校事務）システムなど新しい商品の販売も増えてまいりました。 

その他の情報サービスでは、システム機器及びソフトウェア保守サービス、サポートデスクサービスの販売が

大半を占めております。 

なお、当期はＥＲＰ事業の拡大、デジタルエンジニアリング事業、組込み事業を新規に立ち上げることを目標

としておりますが、これらの事業分野ではコア人材育成のための先行投資の段階であり、現状ではＥＲＰコンサ

ルサービスが若干伸びたほかは収益貢献には至っておりません。 

年金及び退職金給付割合の増加、固定給の増加、及び、新規事業への人材確保のための投資等による人件費増

により利益確保が難しくなってきておりますが、上記のとおり、システム機器・プロダクト販売が当初予想より

も減少した結果、システム機器・プロダクト等の材料仕入額が減少いたしました。また、地方自治体向けマルチ

ペイメントサービス、ＣＡＤ教育サービス、校務（学校事務）システム、ＥＲＰコンサルサービスなど材料仕入

を伴わないサービス売上が増え、売上高は当初予想より若干の減少に留まりました。その結果、材料仕入額が約

100百万円減少しました。さらに人件費を除く販売費及び一般管理費が当初予想より約60百万円減少いたしまし

た。以上により営業利益は赤字予想から48百万円の黒字に改善となりました。また営業利益の改善に加え、受取

配当金の増加により、経常利益は82百万円となりましたが、固定資産の除却損などによる特別損失があったた

め、四半期純利益は29百万円となりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

21年3月期 21年3月期 21年3月期

第1四半期 第2四半期 第2四半期累計

ソフトウェア開発・システム販売 257 563 820

情報処理サービス 573 553 1,126

システム機器・プロダクト関連販売 283 803 1,087

その他の情報サービス 704 708 1,412

合 計 1,818 2,628 4,446
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当第２四半期連結会計期間末における総資産は、9,004百万円となりました。 

主なものは、現金及び預金541百万円、売掛金1,588百万円、有価証券950百万円、関係会社短期貸付金1,320百万

円等であります。負債は、1,638百万円となり、買掛金365百万円、賞与引当金379百万円等であります。純資産

は、7,366百万円となり、自己資本比率は81.3%、１株当たり純資産額は、2,092円13銭となりました。 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首に比べ1,462百

万円増加し、2,414百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加、売掛債権の回収等により164百万

円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社短期貸付金を資金に含めたこと等により1,439百万円の収入

となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の減少や配当金の支払い等により141百万円の支出とな

りました。 

  

平成21年３月期第２四半期累計では当初業績予想よりも利益改善となりましたが、金融危機に端を発する実体

経済の悪化が予想されるなか、顧客の設備投資意欲の減退が懸念され、今後、当初予想どおりの通期業績を確保

することが困難になることも予想されます。従いまして、現時点においては、平成21年３月期第２四半期累計に

おける利益増分を通期の業績予想に上乗せできるか不透明な状況ですので、平成20年８月11日に発表した業績予

想の変更はいたしません。 

なお、上記業績予想は現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいておりますが、予想に内在する不確定

要素や今後の事業運営における内外の状況変化により、実際の業績数値が予想の数値と異なる場合がありますこ

とをご承知おきください。 

  

該当事項はありません。 

１．簡便な会計処理 

①棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

①税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

①㈱両毛ビジネスサポートは重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より、連結の範囲に含めておりま

す。 

②当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態に関する分析

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日企業

会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 

終改正平成19年３月30日企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用しておりま

す。所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額

をゼロとして算定する方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。 

④「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）に変更しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。 

⑤第１四半期連結会計期間より受注損失引当金を計上しております。 

 受注契約に係る将来の損失に備えるため、四半期連結会計期間末時点で将来の損失が見込まれ、且つ、当該損

失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌四半期連結会計期間以降に発生が見込まれる損失額を計

上しております。 

 なお、この変更に伴う売上総利益、営業利益に与える影響額は軽微であり、経常利益、税金等調整前四半期純

利益に与える影響はありません。 

⑥第１四半期連結会計期間より役員退職慰労引当金を廃止いたしました。 

 従来、役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成20年４月

22日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決定し、平成20年６月26日開催の定時株主

総会において、役員退職慰労金の打ち切り支給が承認可決されました。 
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 541,285 

受取手形 39,819 

売掛金 1,588,138 

有価証券 950,000 

原材料 5,457 

仕掛品 633,756 

関係会社短期貸付金 1,320,000 

その他 800,859 

貸倒引当金 △546 

流動資産合計 5,878,770 

固定資産 

有形固定資産 929,885 

無形固定資産 239,317 

投資その他の資産 

長期前払費用 1,022,362 

その他 934,534 

投資その他の資産合計 1,956,897 

固定資産合計 3,126,099 

資産合計 9,004,870 

負債の部 

流動負債 

買掛金 365,888 

未払法人税等 33,227 

賞与引当金 379,698 

受注損失引当金 3,345 

その他 340,343 

流動負債合計 1,122,502 

固定負債 

その他 516,272 

固定負債合計 516,272 

負債合計 1,638,774 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,966,900 

資本剰余金 2,453,650 

利益剰余金 2,887,260 

自己株式 △8,054 

株主資本合計 7,299,756 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 22,557 

評価・換算差額等合計 22,557 

少数株主持分 43,781 

純資産合計 7,366,095 

負債純資産合計 9,004,870 
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 (2)【四半期連結損益計算書】

  【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 4,446,766 

売上原価 3,486,736 

売上総利益 960,030 

販売費及び一般管理費 

給料及び手当 403,489 

賞与引当金繰入額 94,552 

その他 413,675 

販売費及び一般管理費合計 911,717 

営業利益 48,312 

営業外収益 

受取利息 6,102 

受取配当金 9,431 

受取賃貸料 101,172 

その他 15,989 

営業外収益合計 132,695 

営業外費用 

支払利息 199 

有価証券売却損 133 

賃貸収入原価 92,676 

その他 5,732 

営業外費用合計 98,743 

経常利益 82,265 

特別利益 

固定資産売却益 496 

特別利益合計 496 

特別損失 

固定資産売却損 40 

固定資産除却損 11,499 

過年度損益修正損 6,989 

その他 5,128 

特別損失合計 23,657 

税金等調整前四半期純利益 59,104 

法人税、住民税及び事業税 27,488 

法人税等調整額 － 

法人税等合計 27,488 

少数株主利益 2,265 

四半期純利益 29,349 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 59,104 

減価償却費 55,947 

無形固定資産償却費 18,832 

前払年金費用の増減額（△は増加） 6,687 

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,211 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 3,345 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △427 

受取利息及び受取配当金 △15,534 

有価証券売却損益（△は益） 133 

投資有価証券評価損益（△は益） 2,128 

支払利息 199 

為替差損益（△は益） 279 

たな卸資産廃棄損 225 

固定資産売却損益（△は益） △456 

固定資産除却損 11,499 

売上債権の増減額（△は増加） 689,938 

たな卸資産の増減額（△は増加） △302,836 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,792 

仕入債務の増減額（△は減少） △308,214 

未払費用の増減額（△は減少） 5,751 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △84,826 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 28,851 

小計 189,047 

利息及び配当金の受取額 15,284 

利息の支払額 △116 

法人税等の支払額 △40,020 

営業活動によるキャッシュ・フロー 164,194 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △247,000 

定期預金の払戻による収入 185,000 

関係会社短期貸付金の増減額(△は増加) 1,800,000 

有価証券の取得による支出 △150,000 

投資有価証券の取得による支出 △96,457 

投資有価証券の売却による収入 2,438 

投資その他の資産の増減額（△は増加） 18,515 

有形固定資産の取得による支出 △55,035 

無形固定資産の取得による支出 △17,495 

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,439,965 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △96,000 

自己株式の取得による支出 △794 

配当金の支払額 △42,013 

少数株主への配当金の支払額 △2,600 

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,408 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,462,751 

現金及び現金同等物の期首残高 951,533 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,414,285 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

前年同四半期に係る財務諸表等 
  
前中間損益計算書(個別） 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考資料」

前中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 4,445,663 100.0

Ⅱ 売上原価 3,599,811 81.0

売上総利益 845,851 19.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 805,194 18.1

営業利益又は営業損失(△) 40,657 0.9

Ⅳ 営業外収益 147,704 3.3

Ⅴ 営業外費用 107,489 2.4

経常利益 80,872 1.8

Ⅵ 特別利益 ─ ─

Ⅶ 特別損失 3,901 0.1

税引前中間(当期)純利益 76,971 1.7

法人税、住民税及び事業税 4,200

法人税等調整額 28,989 33,189 0.7

中間(当期)純利益 43,781 1.0
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当第２四半期連結累計期間における生産実績は次のとおりであります。 

なお、当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、商品

別に記載しております。 

 
  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における受注状況は次のとおりであります。 

なお、当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、商品

別に記載しております。 

   
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における販売実績は次のとおりであります。 

なお、当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、商品

別に記載しております。 

   
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当第２四半期連結累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に 

対する割合は次のとおりであります。 
  

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

商品別 生産高（千円）

ソフトウェア開発・システム販売 674,790

情報処理サービス 964,008

システム機器・プロダクト関連販売 950,844

その他の情報サービス 1,201,516

計 3,791,159

(2) 受注状況

商品別 受注高(千円) 受注残高(千円)

ソフトウェア開発・システム販売 1,133,330 958,410

情報処理サービス 1,055,584 413,812

システム機器・プロダクト関連販売 1,328,901 426,964

その他の情報サービス 1,537,902 186,626

計 5,055,718 1,985,814

(3) 販売実績

商品別 販売高（千円）

ソフトウェア開発・システム販売 820,985

情報処理サービス 1,126,464

システム機器・プロダクト関連販売 1,087,087

その他の情報サービス 1,412,228

計 4,446,766

相手先

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

販売高(千円) 割合(％)

㈱ミツバ 583,416 13.1
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